
アジア会館 新滞在様式
～Always Clean Always Welcome～

平素は格別のご愛顧を賜り、誠に有り難うございます。
当ホテルでは、お客さまならびに従業員の健康と安全を第一に考え、

お客さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルスの感染予防対策として、
以下の取り組みを行っております。

5. アクリル板の設置 6. エレベーターの利用人数制限

8. カードキー返却BOXの設置7. 待機位置の確保

　飛沫防止の目的として、フロントカウンターに
アクリル板による仕切りを設置しております。

◆ ホテルの対策

ソーシャルディスタンス確保のため、お客様にはエ
レベーターの混雑防止のご協力をお願いしておりま
す。（ 3名以下でのご利用をお願いしております）

　お客様同士の距離を保つため、フロントやエ
レベーターにマークを設置しております。混雑
時のご利用は可能な限りお控え頂きますようお
願い致します。

　接触機会の軽減を目的として簡易チェックア
ウトを導入、推奨しております。お急ぎのお客
様や追加精算の必要がないお客様はカード
キー返却のみでチェックアウトが可能です。

　正面玄関や各フロアのエレベーターホール
等、館内18か所にセンサー式の噴霧器をご用
意しております。ご来館時や滞在中、手指の消
毒をお願いします。

フロントデスク、各ドアノブ、エレベーターのボタン・手す
り、お手洗い等、お客様が触れる機会の多い箇所の消毒を
１日９回実施しております。 消毒の際にはNITE（製品評価
技術基盤機構）が公表している、新型コロナウィルスに有効
とされている界面活性剤を使用しております。

ホテル正面玄関にサーモグラフィーカメラを
設置し、接触型体温計による検温を実施して
おります。カメラが反応した場合は、体温計に
よる再検温をお願いしております。37.5℃以上
の場合、入館をお断りする場合がございます。

　お客さまの健康と安全ならびに飛沫防止の
観点から、スタッフにマスク着用を徹底しており
ます。また出勤時の検温や在宅・時間差勤務
を導入し感染防止に努めております。

1.検温 2.アルコール消毒液の増設

4. 従業員の体調管理3. 共用部の定期的消毒



　カーペットは掃除機後、消毒スプレーを
散布しております。入室前には足裏消毒
をしておりますので足元も清潔です。

　使用済みマスク・ティッシュなど気になるもの
を処分する為に、ゴミ袋を多くご用意しておりま
す。

3. 徹底消毒

　お部屋の中の小物は全て吹き上げ消毒をし
ております。

ウィルスが溜まりやすいと言われている水回り清掃、
床面の水洗い洗浄、ウォシュレット収納部分や隙間
など細部に渡り清掃・消毒をしております。

4. 水回りの清掃

5. カーペットの清掃 6. ゴミ袋

◆ 客室清掃

　清掃スタッフは新しいマスクと手袋を着用し、
手袋は客室毎に交換しております。

　清掃時は30分以上の窓開け換気を徹底して
おります。客室の空気は換気扇使用時で、スタ
ンダードルームで19.9分、ツインルームでは30
分で入れ替わります。

1. 手袋とマスクの着用 2. 換気の徹底

11. 体調チェックシート 12. 備品のドア前配送

9. 共用備品の消毒の徹底 10. ご精算時

　貸出用備品などをお届けする際に、直接手
渡しまたは、お部屋の前に置かせて頂く、どち
らかをお選び頂けます。接触機会の減少にご
協力お願い申し上げます。

　体調チェックシートのご記入を全てのご宿泊者様
にお願いし、確認させて頂いております。ご協力の
程、宜しくお願い致します。また共用部をご利用の
際はマスクの着用をお願い致します。

キャッシュトレーを利用し接触機会の減少に努めて
おります。またQRコード決済や事前オンライン決済
もございます。ぜひご利用下さい。

カードキーやクレジットカードの暗証番号入
力パッド等の消毒の徹底をしております。



◆ レストランの対策

お客さまの健康と安全ならびに飛沫防止の観
点から、スタッフのマスク・フェイスガード・手袋
の着用を徹底しております。

出勤時の検温を徹底し、37.5度以上の発熱が
ある場合は勤務させておりません。

2. アクリル板の設置 ３．座席間隔の拡大

　飛沫感染防止のため、テーブルの上に透明
なアクリル板を設置しています。

　通常より座席を間引くことでソーシャルディス
タンスの確保に努めています。

　全スタッフのマスク着用を義務付けておりま
す。

　出勤時の検温を実施し、37.5℃以上の発熱
や、体調が優れない場合には出勤を控えるよう
徹底しております。

　時差出勤を導入し、オフピーク通勤を徹底し
ております。

3. 時差出勤

１．従業員の体調管理

◆ 従業員の体調管理

1. マスク着用 2. 検温の実施



　衛生面に配慮し、お食事にご利用いただ＜箸やフォーク、スプーンは小包装の使い捨てタイプ
ヘ一時的に切り替えております。

７. アルコール消毒の強化

　ドリンクバー等をご利用の際は、設置しております消毒液で手指の消毒をお願いいたします。利
用が終わったテーブルから随時アルコール消毒を徹底しています。

４．十分な換気の実施

　営業中は可能な限り窓を開けています。  ま
た 、最速3分間でレストラン全体の空気を入れ
替えることができる換気システムを使用してい
ます。

５. ビュッフェスタイルの中止

　飛沫感染．接触感染を防ぐため、ビュッフェスタイルでのお食事の提供を中止しています。ご朝
食は「和洋折衷のワンプレートと、 ライス／パン」へ内容を変更 しておりますの で、予めご了承くだ
さい。サラダはあらかじめ小分けにした状態でご提供しております。

６．使い捨てカトラリーの使用



これからの新しい会議室の使い方 

会議室をご利用のお客様へご協力のお願い 

ホテルアジア会館ではお客様に安心して施設をご利用いただくために、以下の新型コロナウイルスの感染予防対

策へのご協力をお願いしております。何卒ご理解ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

  

万が一、体調の変化を感じた際

は速やかに当ホテルのスタッ

フまでお申し出下さい。 

ご来場の際はマスクの着用をお

願い致します。お持ちでない方

はフロントにお声がけ下さい。 

入室前にアルコール消毒液での

手指の消毒をお願い致します。  

会場への入退室の際は他のお客

様との間隔を空けていただきま

すようお願い致します。 

会場内は空調設備がございます

が、ご利用中はできるだけ換気す

ることを推奨致します。 

ホテルアジア会館としての取り組み 

ソーシャルディスタンスに配

慮した会場レイアウトをご提

案致します。 

机、椅子、ドアノブなどの人が

触れることが多い箇所は定期

的に消毒を行っております。 

スタッフのマスク着用を徹底

しております。 

会場内には空気清浄機（シャー

プ製プラズマクラスター）及び

加湿器をご用意しております。 

スタッフの検温、手洗い、うが

いの徹底など体調管理に日々

努めております。 

定期的な手洗いやうがいをお願

い致します。 

手指の消毒のため、会場入口に

アルコール消毒液を設置して

おります。 

お貸出し品 

非接触型体温計のお貸し出し

をしております。※数に限りがご

ざいます。 

飛沫感染対策として、アクリル

板のお貸し出しをしておりま

す。※数に限りがございます。 

サーモグラフィーによる検温

を実施しております。 

 

使い捨てカバーを使用し、ご利

用後にはカバーの破棄及び速

やかに消毒しております。 

施設備品はご利用後、速やかに

消毒しております。 

常に館内の換気を行っており

ます。 



「３密」を回避した安心・安全なレイアウト例 

 

 

  

A・B 会議室（156 ㎡） 

スクール形式（従来） 90名 推奨（1名×1机） 24名 最大定員      36名 

ロの字形式（従来） 54名 推奨（1名×1机） 18名 最大定員      27名 

島型形式（従来）  42名 推奨（1名×1机）  20名 



 

 

  

A 会議室（98 ㎡） 

スクール形式（従来）54名 推奨（1名×1机）15名 最大定員    25名 

ロの字形式（従来） 36名 推奨（1名×1机）12名 最大定員    18名 

島型形式（従来）  34名 推奨（1名×1机）16名 



  B 会議室（58 ㎡） 

スクール形式（従来） 30名 推奨（1名×1机）  8名 最大定員     12名 

ロの字形式（従来）  30名 推奨（1名×1机） 10名 最大定員     14名 

島型形式（従来）   18名 推奨（1名×1机）  8名 



  C 会議室（82 ㎡） 

スクール形式（従来）45名 推奨（1名×1机）12名 最大定員    18名 

ロの字形式（従来） 36名 推奨（1名×1机）12名 最大定員    16名 

島型形式（従来）  24名 推奨（1名×1机）11名 



 E 会議室（34 ㎡） 

スクール形式（従来）  20名 推奨（1名×1机）   8名 

ロの字形式（従来）   20名 推奨（1名×1机）  10名 

従来 1２名 

F 会議室（32 ㎡） 

推奨 6名 
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